
調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：グアテマラ共和国 案件名：観光自治管理委員会強化プロジェクト 

分野：観光 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発部 協力金額（中間レビュー時点）：約 2 億 4,000 万円 

協力期間： 
（R/D） 2007 年 9 月～2010 年 8 月 

先方関係機関：観光庁、職業訓練庁、国家計画省、対

象地域の観光自治管理委員会 

 他の関連協力：開発調査「全国観光開発調査」 

１－１ 協力の背景と概要 

グアテマラ共和国（以下、「グアテマラ」と記す）には自然、遺跡、先住民文化などのポテン

シャルのある観光資源が豊富に存在している。近年のグアテマラ国産品別外貨獲得額は、伝統

的輸出産品であるコーヒー、砂糖、バナナ、カルダモンを抜いて観光が第 1 位となり、今後の

更なる需要が見込まれるセクターである。 
2002 年 JICA は開発調査「全国観光開発調査」を実施し、「観光を通じた社会開発と自然・文

化の保全の推進」を目標とした全国観光マスタープランを策定した。グアテマラ国政府は 2000
年に地域観光委員会（Comité Local de Turismo）を導入して観光行政の分権化を進め、2004 年

には「ビジネスとコーディネーションの場を提供し、また地域の観光対象の保全と保護という

枠組みのなかで、観光ポテンシャルのある観光圏、県、市町村が、観光計画とプロモーション

を提案するための公的チャネルとなり、地域の観光開発の基礎となる（条令 301-2004D 号）」

ことを企図して、観光自治管理委員会（Comité de Autogestión Turística、以下「CATs」）と改称

した。 
このような背景の下、グアテマラ国政府は CATs の組織内の機能強化と関係組織間の連携を

構築し、持続可能な地域型観光振興に係る本件についてわが国に技術協力を要請した。JICA は、

2006 年 11 月に事前評価調査を実施し、2007 年 2 月に討議議事録（R/D）に署名、2007 年 9 月

から 2010 年 8 月までの 3 年間の計画でプロジェクトを実施している。 
本プロジェクトは、現在、6 名の専門家（地域観光開発、観光施設・インフラ、マーケティ

ング・プロモーション、コミュニティ開発・参加型開発、コミュニティ開発・経営・組織強化、

業務調整）を派遣中である。 
今回の中間レビューでは、プロジェクトの中間点を経過したことから、グアテマラ国側と合

同で、協力開始から現在までの実績、プロジェクト目標と成果の達成度をプロジェクト・デザ

イン・マトリックス（PDM）に基づき確認し、評価 5 項目の観点からプロジェクトの評価を行

うとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、合同評価報告

書に取りまとめ、合意することを目的とする。 
 
１－２ 協力内容 

（１）上位目標 
持続可能な観光及び自然・文化資源の保全が促進され、地域の経済開発と貧困削減に寄与

する。 
 



（２）プロジェクト目標 
１． ベラパス地域（アルタ・ベラパス県及びバハ・ベラパス県）及びペテン地域（ペテン県）

において、CATs の能力が強化される。 
２． ベラパス地域（アルタ・ベラパス県及びバハ・ベラパス県）及びペテン地域（ペテン県）

において、地域の資源を活用した観光振興が図られる。 
 
（３）成果（アウトプット） 

コンポーネント１：組織能力強化 
CATs の組織機能・能力が強化され、公共セクター、コミュニティ、観光零細企業の協同支

援メカニズムが整備、確立される。 
コンポーネント２：観光商品開発 

観光商品やパッケージが特定され、定義される。 
コンポーネント３：観光インフラとサービス 

１．観光資源の保護も含めて、観光客を受け入れるためのサービスが改善される。 
２．観光資源の保護も含めて、観光客を受け入れるためのインフラが改善される。 

コンポーネント４：マーケティング及びプロモーション 
定義された観光商品やパッケージが国内及び国際的に認知される。 

 
（４）投入（中間レビュー時点） 
【日本側】 

長期専門家派遣：1 名、短期専門家派遣：5 名、研修員受入れ（本邦研修：6 名、第三国研修：

39 名）、機材供与：663 万 4,000 円、ローカルコスト負担：115 万 4,621.23 ケツァル（約 1,885
万 5,000 円） 

【相手国側】 
カウンターパート配置：6 名、施設提供：観光庁内プロジェクト事務所、ローカルコスト負

担：対象地域内のインフラ設置のための資金（建設中のため、金額は未定） 
 

２．評価調査団の概要 

調査者（担当分野：氏名・所属）： 
（１）総  括：稲村次郎（JICA 産業開発部 民間セクターグループ長） 
（２）評価分析：長谷川さわ（株式会社日本開発サービス 調査部 研究員） 
（３）協力企画：石田美帆（JICA 産業開発部 貿易・投資・観光課） 
現地調査期間：2009 年 11 月 21 日～11 月 30 日（総括、協力企画） 

2009 年 11 月 15 日～11 月 30 日（評価分析） 
評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

PDM で特定されている活動は、おおむね予定どおり実施されている。これまでの段階で、現

状分析・計画づくりは完了し、現在は策定された計画と CAT に対する組織・能力強化を実施中

である。 



コンポーネントごとに設定された指標データの結果から、ほとんどのアウトプットの指標値

が 2009 年 9 月の時点で急速な伸びを示しており、プロジェクト活動 2 年目の 2009 年 3 月以降

にアウトプットが出だしたことを示している。この時期は、各 CAT で研修が本格的に実施され

るようになった時期と重なる。この結果から、活動のアウトプットはプロジェクト 2 年目より

順調に達成されていると判断できる。 
指標値以外の実績例として、CAT にヒアリングを行った結果から、いくつかの CAT で組織強

化がなされている例がある。ある CAT では、プロジェクトによって作成したアクション・プラ

ンから独自に発展させた計画書を作り、管轄の地方自治体にその計画書の実施を要請している

例があった。また、プロジェクトによって CAT の組織分析やアクション・プランの作成が行わ

れた結果、CAT のメンバーとしての自覚が高まり、本プロジェクト開始前は名目上存在してい

ただけであった CAT が、自分の地域の観光潜在性を認識して地域への愛着が高まり、地域振興

を行っていこうという機運が高まっている例もいくつかあった。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 
本プロジェクトの目標はグアテマラの国家政策、日本の対グアテマラ援助政策、地元の開

発ニーズにも合っているため、観光開発・観光振興への支援という目的は妥当性が高いが、

その手段に対して指摘すべき点がある。支援方法として CAT の組織強化による観光開発・振

興をめざしているが、組織強化の対象としての CAT について、その基盤の弱さを指摘する意

見があった。CAT はもともと自身の予算を一切もっておらず、CAT の会員になるのも自由な

ため、会員が CAT を容易に離れやすいという面もあり、組織としては基盤が弱い。そのため、

せっかく計画を策定しても独自に計画を実行に移す力が弱く、プロジェクト終了後に活動が

実施される保証はない。このため、地方自治体等、地元組織との連携を図っていくか、中央

省庁の観光関連の支援金制度を利用していくなど、特に資金面における CAT の組織としての

基盤を強化していく働きかけが必須となる。 
よって、本プロジェクトの妥当性は高いといえ、支援対象としての CAT に対しては、基盤

強化・資金獲得のための取り組みも見据えた支援を行っていくことが必要だといえる。 
 
（２）有効性 

本プロジェクトではこれまでのところ、ほぼ予定どおり活動が実施され、2 年目以降、順

調なアウトプットの達成を見せており、活動の実施によって一定の成果は現れている、とい

うことができる。 
しかし、有効性という基準から、2 点、指摘すべき点がある。1 つは、各 CAT で実施され

ている研修の効果及び組織能力強化の達成度がはっきり見えていないという点である。CAT
会員に対して行われている研修はプロジェクト目標達成のために有効であるのか、また研修

の実施が目標達成に貢献しているのか、判断が難しい。CAT の組織強化についても、組織強

化の度合いを量的な尺度で測るのは難しいため、達成度合いを示す判断材料に欠け、有効性

を外部に示す根拠も弱くなる。 
もう 1 つは、プロジェクトの成果が目に見えにくいという点である。観光を扱ったプロジ

ェクトであるものの、活動内容は CAT の組織能力強化に重点が置かれているため、目に見え



る分かりやすい成果がないという弱点がある。各 CAT へのヒアリング結果から、いくつかの

CAT では確実に組織強化がなされている例が観察されたが、これが何か目に見える成果を及

ぼしたかというと、その例を挙げるのは難しい。 
また、これらの課題を踏まえてプロジェクトの有効性を高めるためには、CAT への研修の

効果と組織強化の達成状況を目に見える成果で現すような工夫に努め、その成果をもって他

の地域にも応用できるようなモデルづくりを行うことが望まれる。 
また、有効性に影響を与えた要素として、PDM の外部要因の項目が挙げられる。ひとつは

グアテマラ国内の治安状況であり、治安の悪さは依然、外国からの観光客の増加を阻害する

要因となっている。また、昨今の世界同時不況や新型インフルエンザの流行も旅行需要を下

げる要因となっており、これらの外部要因が本プロジェクトに影響を及ぼした。 
よって、本プロジェクトの有効性を判断するには、CAT への研修の効果・組織強化の達成

度と目に見える成果という、上述の課題に対する対策が必要とされ、プロジェクトの残りの

期間でこの点を意識した取り組みを行うことが望まれる。 
 
（３）効率性 

本プロジェクトでは、日本側・グアテマラ側双方の実施体制上の問題から、開始当初～1
年目の間は効率性の悪い状態が生じていた。しかしこの実施体制上の問題も、日本側・グア

テマラ側双方の努力によって改善されつつあり、プロジェクト 2 年目からは徐々にアウトプ

ットの達成も見え始めている。グアテマラ側カウンターパートや各 CAT メンバーへのヒアリ

ングからも、プロジェクトの実施において日本人専門家とのコミュニケーションはよくとれ

ており、満足のいくやり方で行われているとの回答を得た。 
また、効率性の観点でプロジェクト実施を阻害している要因として、プロジェクト対象地

域の広さが挙げられる。対象地域が 3 県にわたっているため、面積が広範囲になり過ぎてス

ムーズな実施が阻害されている状況があった。本プロジェクトでは、短期専門家の人月数が

1 人当たり 3 カ月/年と少ないため、その人月数でカバーするには対象範囲が広すぎるという

面があった。対象地域を 1 県に絞って集中的に行うか、もしくは専門家の人月数を増やすか

の措置が必要であったと思われる。 
よって、本プロジェクトの効率性は、1 年目はやや悪かったが 2 年目からは良くなり、プ

ロジェクト対象地域に対する専門家の投入量に配慮が必要であったといえる。 
 
（４）インパクト 

今後のインパクト出現の見込みは、各 CAT の状況によって事情が異なる。いくつかの CAT
においては、プロジェクト終了後に正のインパクトが現れる可能性の高いところがあり、こ

れらの CAT の特徴は、組織としてのモチベーション・能力・エネルギーにおいて潜在性が高

い。反対に、本プロジェクトによって負のインパクトが生じることは考えにくい。 
しかし、各 CAT で出現するインパクトのうち、必ずしもプロジェクトの目標とは併行しな

いものもある。ある CAT の目標は、その地域への観光客が増加することであり、それによっ

て CAT メンバーそれぞれが経営するホテルやレストランの売り上げが上がるという、メンバ

ー個人の利益に基づくものがあった。この目標はプロジェクト目標の一部ともいえるが、本

来は、プロジェクト実施により観光客の増加が達成され、それによってその地域の経済開発



が促され、貧困層の収入増加にもつながることを目標としている。このように、CAT メンバ

ーとプロジェクトとの間で目標が共有されていない面があった。 
また、「道の駅」のコンセプト普及も、本プロジェクトから発生したインパクトのひとつと

いえる。研修員受入れで日本を訪問したカウンターパートが、日本各地にある道の駅を視察

し、帰国後このアイデアをプロジェクト対象地域の CAT に紹介した。このアイデアは現在、

プロジェクト関係者の間でかなり普及しており、観光庁（Instituto Guatemalteco de Turismo：
INGUAT）でも道の駅建設のための資金提供を検討中である。 

インパクトの成否を上位目標が達成されたかどうかという観点のみで判断するのであれ

ば、プロジェクトのインパクト達成は難しいといわざるを得ない。観光客数は CAT の活動成

果のみで単純に伸びるものでもなく、外部条件の影響を考えると、特に外国からの観光客に

関しては、今後確実に増えることは考えにくい。観光収入が増え、貧困層の収入増加にまで

つながるには、治安対策やインフラ整備、国を挙げての観光キャンペーンの実施など、プロ

ジェクト以外の取り組みも必要となってくるため、上位目標の達成はプロジェクトの努力だ

けでは難しいといえる。 
今後、プロジェクトで実施したソフト面での協力を生かし、開発の効果をより発現させる

ために、他スキームと連携してインフラ整備をしていくことも、インパクト発現のためには

必要な措置といえる。 
よって、本プロジェクトのインパクト発現の見込みは各 CAT の潜在性により、上位目標達

成に限ったインパクトの発現を得るには、本プロジェクト以外の要素が必要になる。 
 
（５）自立発展性 

インパクトと同様に、本プロジェクト終了後の自立発展性は、各 CAT の状況によって異な

る。いくつかの CAT では、プロジェクト終了後も確実に活動を続け、今後発展する可能性が

大いに見られるものもあるが、反対にいくつかの CAT では、プロジェクトが終わると同時に

メンバー間の交流も少なくなり、活動も止まってしまうのではないかと危惧されるところも

ある。CAT の組織強化という観点でみれば、全体として組織としての強化は行われたとみる

ことができる。 
また、各 CAT への技術移転は順調に実施されているといえるが、カウンターパートである

INGUAT に対する技術移転が十分になされているかが課題となっている。合同評価委員会で

INGUAT 側から行われたプレゼンテーションの内容は、JICA 側に対しての要望色が強く、

INGUAT 自身が今後どのような方向性をめざし、CAT への支援もどう継続していくというよ

うな独自の方針がみられなかった。この点において、プロジェクトの残り期間の課題として、

もっと INGUAT 自身が主体的に活動していくように、カウンターパートに対する働きかけを

強化していくべきだといえる。 
よって、本プロジェクトの自立発展性は、INGUAT が各 CAT をサポートする機能を強化し

ていくかどうかによるといえる。 
 
３－３ 問題点及び問題を惹起した要因 

次の 5 つの問題点がみられた。 
 



（１）活動実績を阻害している例 
アウトプットの達成を阻害している例が報告された。ある CAT では、研修を受けた CAT

会員が受講後に CAT の活動を離れた例があり、またある CAT では、研修の受講を申請した

ところ、INGUAT 所属の観光プロモーターのところでその申請が止められ、いまだに CAT メ

ンバーがだれも研修を受講できていないところがあった。 
 
（２）日本人専門家の実施体制の問題 

本プロジェクトの専門家体制は、JICA 直営の長期専門家と委託コンサルタントの短期専門

家チームの混合体制であったが、これにより特にプロジェクト開始当初、業務を実施するう

えで混乱がみられた。基本的に長期専門家は JICA グアテマラ事務所から指示を仰ぎ、短期

専門家チームは JICA 本部から指示を仰ぐため、二重体制のような状態となり、また、両者

の役割分担が明確に規定されていなかったため、混乱が生じた。さらに、プロジェクト予算

も両者で別々であり、お互いの予算を混同することができないため、業務のスムーズな実施

を阻害した例があった。 
 
（３）グアテマラ側カウンターパートの実施体制の問題 

カウンターパートである観光庁では、当初、計画部の担当者がプロジェクト・チーフとな

っていたが、計画部は CAT の業務とは直接の結び付きがない部署であったため、プロジェク

トへのカウンターパートからの支援が受けにくく、開始後 1 年目はカウンターパートの関与

が少なく、実施がうまく運ばない面があった。2 年目より商品開発局とその下部組織の部・

課のプロジェクトへの巻き込みを図った結果、それらの部署からの協力が得られるようにな

り、カウンターパートと日本人専門家間のコミュニケーションも向上し、業務の実施が円滑

に進むようになった。 
 
（４）県レベルの CAT への活動 

PDM のコンポーネント１の活動で規定されたとおり、各県レベルの CAT の観光戦略プラ

ンやオペレーション・プランの策定が行われたが、グアテマラでは県の機能が非常に弱く、

県は名目上存在しているだけのことも多いため、プロジェクト開始当初、県レベルの CAT を

対象とした活動は効果的ではなかった。活動の実施途中から、県レベルから市レベルの CAT
に対する関与を強めるよう変更したため、この問題は現在解決されているが、開始段階でロ

スが生じた。 
 
（５）モニタリングの活用法 

本プロジェクトでは適切な指標が設定されたとはいい難く、指標データの管理もあまり積

極的に行われておらず、指標に沿ってプロジェクトを管理する視点が欠けていたと思われる。

プロジェクトの成果の有無を判断できる適切な指標を設定し、そのデータを追うことによっ

てプロジェクトの管理や軌道修正に役立てることが望まれる。 
 
３－４ 結 論 

全体的にみれば、本プロジェクトは開始当初にいくつかの問題点がみられたものの、それら



の問題も徐々に改善され、現在では順調に実施されていると結論づけることができる。観光は

グアテマラにとって非常に重要な戦略であり、観光開発に対する支援は妥当性の高いプロジェ

クトであるといえる。しかし観光開発プロジェクトといっても、本プロジェクトの活動は CAT
に対する組織強化が主な内容であり、形としての成果が見えにくいという難点もある。組織強

化は実際に順調に進んでいるだけに、この成果が目に見える形で現れると、本プロジェクトが

他地域にも広がっていく可能性が高まるといえる。 
 
３－５ 提 言 

今後のプロジェクト運営に対し、以下の 8 つの提言がなされた。 
① INGUAT カウンターパートの実施体制の変更 
② 地方自治体の巻き込み強化 
③ 研修の戦略的実施 
④ モニタリング・システムの活用 
⑤ 「現状調査・分析報告書」における提言の実施 
⑥ 日本の他の援助スキーム・他ドナーとの連携 
⑦ プロジェクトの経験を他地域へ拡大するための準備 
⑧ プロモーション活動の強化 
 
３－６ 教 訓 

以下の 2 つの教訓が提示された。 
①  コンサルタント専門家及び直営専門家の混成チームによる案件実施の難しさ 
②  各 CAT 間で経験をシェアすることの重要性 

 


